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4/24雫石町が東京オリンピック・パ
ラリンピック「復興『ありがと
う』ホストタウン」に登録

雫石高校３年躑
つ つ じ も り

躅森愛
まな

さん
県高総体のプログラム図案に決定

列車通学生マナーアップ啓発活動

躑躅森さん プログラムに決定した作品
明るい朝の挨拶とともにマナーアップを
呼びかける雫石高校生徒会のみなさん

鯉のぼり掲揚を元気にお手伝いした児童たち

　2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向
けて、海外選手などを招いて交流を図る「復興あり
がとうホストタウン」に、ドイツを相手国とし、雫
石町が登録となりました。
　東日本大震災の発生直後、町国際交流協会と交換
留学などで交流のあるドイツのバード・ヴィンプ
フェン市とネッカーズルム市の生徒らが中心とな
り、市民を巻き込んだ募金活動を展開し、その善意
を町国際交流協会の会員と交換留学した町民で構成
される「雫石・ドイツ翼の会」のメンバーが、山田
町を含む岩手県沿岸の４市町11校に届けたという活
動が認められました。
　今後は義援金を受けた山田町と連携しながら、ド
イツ大使館関係者や元オリンピック選手、震災時に
中心になって募金活動を展開した両市の方々を招待
するなど、ドイツに対し、支援への感謝の気持ちと
復興した姿の発信に努め、本大会でのドイツチーム
の活躍を後押しできるような取り組みを進めていく
予定です。

　県高総体総合開会式に向けた第３回実行委員会が
盛岡第三高校で開かれ、躑躅森愛さん（雫石高校３
年）の作品が、大会プログラムの表紙に決定しまし
た。今回は第70回の節目の大会となるため、初めて
県内の高校から実行委員となる生徒を募集し、大会
プログラムとテーマは実行委員会による投票で決定
されました。
　躑躅森さんは作品について「音と衝撃をイメージ
しました。音に色をつけることにこだわって、人に
はあえて色をつけないように工夫しました。選ばれ
たと聞いたときはあまり実感がなかったですが、嬉
しかったです。」と、作品に対する思いと、喜びを
語りました。

　電車で通学する学生の乗車・駅利用時のマナー
アップを目的に、盛岡地区の市町および関係機関が
連携し、列車通学生マナーアップ啓発活動を行いま
した。
　雫石高校の生徒12人と教諭２人、町職員２人が参
加し、雫石駅構内にて元気な朝のあいさつとともに、
「ながらスマホをしない」「大声で騒がない」など、
通学の際のマナーについて呼びかける啓発カード入
りのポケットティッシュを配布しました。
　町内から電車を利用して通学する生徒や、電車を
利用している雫石高校の生徒、駅構内を利用する小
中学生にも積極的に呼びかけを行い、活発な活動と
なりました。

　町内全ての子どもたちの健やかな成長を願うた
め、雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式を開催し
ました。
　御所小学校の２・３年生32人が参加し、掲揚式で
は、代表児童４人が将来の夢として“助産師、保育
士、お寿司屋さんになりたい、雫石で働きたい”と
それぞれ将来の夢を発表しました。
　式典後は、町内外の方々から寄贈していただいた
約100匹の鯉のぼりが児童の手によって雫石川上空
に掲揚されました。また、鯉のぼり掲揚後は約2,000
匹のヤマメの稚魚を放流しました。

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式
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しずくいしの教育

特 集

校旗授与（西山小学校）

児童による誓いの言葉（御明神小学校）

西山小学校 御明神小学校

《校章の由来》
昭和47年３月に閉校となった旧
西山中学校の校章をもとに、西
山の『西』と、岩手山を表した
『山』を重ね合わせ、考案され
ました。

《校章の由来》
旧御明神小学校の校章であった
多賀神社の神鏡と檜の葉、旧橋
場小学校の校章であった駒ケ岳
と竜川を組み合わせ、融合を願
い考案されました。

西山小学校校歌
　作詞　宇井　孝司
　作曲　中村　克己

一．仰ぎ見る　岩手山
　　その峰の高みは　はるか夢を誘う
　　水清き　葛根田川
　　その行方　流れて目指すは　遥かな地平線
　　それぞれの行方　ひとりひとり
　　見付け　追いかける
　　 みんなの夢が生まれ来て　みんなで夢をみつめ合う
　　色んな夢が育つ場所
　　それは　西山小学校　みんなの集う　小学校

二．夕映える　岩手山
　　その色は暖かく　皆の心包む
　　澄み渡る　葛根田川
　　その水は　野原をうるおし　草花育んで
　　いつの日も　夢を　友と共に
　　想い、育て合う
　　みんなが花と輝いて　みんなの花を輝かす
　　色んな花が咲き誇る
　　ここは　西山小学校　みんなで生きる　小学校

　　それぞれの生命　ひとつひとつ
　　見つめ、愛し合う
　　みんなで生命輝かせ　みんなの生命輝かす
　　色んな生命育つ場所
　　それが　西山小学校　みんなの目指す　小学校

御明神小学校校歌
作詞　宇井　孝司

　作曲　中村　克己
一．未来へ歩み出す所　御明神小学校
　　岩手山　鷲のように　強い子も
　　雫石　滴のように　優しい子も
　　遥かな頂きを越えて　遥かな河を辿り
　　見知らぬ世界を　見果てぬ夢を目指そう
　　自由の力で思い切り
　　未来へ歩み出す所　御明神小学校
　
二．駒ヶ岳　馬のような　駆ける子も
　　竜川　流れのような　あばれんぼも
　　広がる野の花々見つめ　いろんな違い見つけ
　　あらゆる世界の　違いを愛でよう
　　自由な瞳を輝かせ
　　未来が響き合う所　御明神小学校
　
　　果てなく長い刻、重ね
　　いつしか人がつかむ　目指した理想を
　　目指した未来を求めよう
　　未来が歩み出す所　御明神小学校
　
　　未来が歩み出す所　御明神小学校

　４月７日（土）には西山地区の「上長山小学校」「下長山小学校」「西根小学校」
が統合してできた「西山小学校」、４月６日（金）には御明神地区の「御明神小学校」
「橋場小学校」が統合してできた「御明神小学校」の開校記念式典が行われました。
両校の式典では、吉川健次教育長から学校長へ新しい校旗が授与され、深谷政光
町長から小学校統合準備委員会へ感謝状が贈呈されました。
　児童による誓いのことばでは、西山小学校の児童を代表して、６年生の坂

さ か い

井
翔
しょうか

華さんが「新たな伝統を作っていく喜びを感じながら、楽しい学校生活を送っ
ていきたい」と述べました。また御明神小学校では、６年生の千

ち ば

葉光
こ う ち

智さん、
新
にいさと

里美
み す ず

鈴さん、松
ま つ の き

ノ木佑
ゆ う た

太さん、金
かなざわ

沢千
ち え

笑さんの４人が児童を代表し、「新しい
御明神小が笑顔あふれる学校になるように力を合わせていく」と誓いました。ま
た、各小学校の児童たちは練習を重ねた新しい校歌を元気よく歌い上げ、会場に
歌声を響かせました。
　西山小学校と御明神小学校は、新しい環境で、新しい仲間とともに、新たな歴
史の第一歩を踏み出しました。

新しくなった両小学校の校歌、校章を紹介します
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　昨年度開校した御所小学校に引き続き、今年度開校した西山小学校・御明神小学校でもスクールバス登校
が始まりました。両校の児童ともにスクールバスの利用は初めてということで、御明神小学校では４月３日
に、西山小学校では４月４日にスクールバスの試走を実施しました。試走では、停留所の位置を確定させる
ことを主な目的とし、保護者からの意見も聞きながら、実際の運行時刻に合わせて運行しました。
　地域のみなさんには、児童・生徒の登下校を見守っていただき、安心・安全な通学にご協力をお願いいた
します。

西山小学校・御明神小学校　スクールバスでの登校が始まりました！

雫石・西山・御明神地区

乗車児童・生徒
●小学生
■中学生
▲小・中学生

●網張線

●西根谷地線

●葛根田線

●橋場線

■西山線

■上野・橋場線
■横欠・西根線

スクールバスの運行経路
 ～地域みんなで子どもたちの安心・安全な登下校を見守りましょう～

▲小岩井線

西山小学校

御明神小学校

雫石中学校

七ツ森小学校
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― ４月定例会　議案編　以下の案件が可決されました ―
１．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について
２．雫石町図書館協議会委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について
３．雫石町文化財保護審議会委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について

教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

教育委員会定例会リポート教育委員会定例会リポート（（３３・・４４月）月）

　３月の定例会では、小学校就学前を含めた児童のケア、地区公民館（雫石・御明神・西山・御所公民館）の町
長部局への移管、中学校部活動指導員制度の概要、西山・御明神小学校に係る開校式の日程及び概要などについ
て話し合われました。

― 3月定例会　質疑応答編 ―

御所地区

乗車児童・生徒
●小学生
■中学生
▲小・中学生

●矢櫃線

●南畑線

■鴬宿線

▲大村線

路線名 対象行政区 目的地
網張線 網張、極楽野、七区、八区

西山小学校西根谷地線 西根谷地、八丁野、上西根、篠崎、五区、六区
葛根田線 葛根田、駒木野、上駒木野
橋場線 橋場、安栖、小赤沢、山津田 御明神小学校
矢櫃線 矢櫃、九十九沢、町場 御所小学校南畑線 鴬宿、桝沢、外桝沢

大村線 大村、赤滝、桝沢、矢用 御所小学校
雫石中学校

小岩井線 小岩井、七ツ森・丸谷地、板橋、東町、元御所 七ツ森小学校
雫石中学校

鴬宿線 鴬宿、桝沢、天戸、安庭、籬野、矢櫃

雫石中学校上野・橋場線 土橋、上和野、和野、橋場、安栖、小赤沢、山津田、南、天瀬
横欠・西根線 横欠、西根谷地、八丁野、上西根、篠崎、上駒木野、駒木野、葛根田
西山線 極楽野、五区、六区、七区、八区、野中

御所小学校
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『東北いい川アユ釣り場』
つり人社書籍編集部/編（つり人社）

　釣り好きの方には必見の東
北のアユ釣り場ガイドブック
です。各釣り場に精通した釣
り人が執筆しているので、そ
れぞれの釣り場の特徴やポイ
ントなど詳細に書かれ、思わ
ず行ってみたくなるいい川が
たくさん掲載されています。
雫石川も“澄んだ流れに育ま
れたアユが抜群”と紹介され
ています。

第24回宮沢賢治作品読書感想文コンクール表彰式

【開館時間】 ９：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）

しずくいしおはなし会
日 ５月26日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
絵本の読み聞かせなどを行います。お楽しみに！

　　６月は９日（土）14：00～14：30と
　　　　　23日（土）11：00～11：30です。

たんぽぽおはなし会
テーマ 「みどりのそよかぜ」

日 ５月17日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
えほんの読み聞かせ、紙芝居、工作など。お楽しみに♪

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
絵本の読み聞かせなど、あそびにきてね♪

日 ５月25日（金）10：30～11：00　場 健康センター

3/18

今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2015112300014/ 【電話】019‒692‒5959

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会

【５・６月の図書館休館日】
毎週月曜日

医療現場を舞台にした小説を展示貸出します。
 期間 　５月８日（火）～５月31日（木）

お知らせ（図書館の利用について） ５月企画展「医療小説特集」

幼児・小学生対象

乳幼児対象

　町中央公民館で第24回宮沢賢治作品読書感想文コンクール表
彰式が行われ、応募総数63点の中から、町内小中学生21人が入
賞し、表彰されました。
　審査委員長を務めた野沢裕美小岩井農場資料館長は「どう書
いたら伝わるか、これで相手にわかってもらえるかを考えなが
ら書いてほしい。これからも賢治さんの作品をたくさん読んで
見分を広げ、考え方を深めてもらいたい。」と講評しました。
〔入賞者（敬称略：学校名・学年は平成29年度のものです。）〕

〈小学校低学年の部〉
最優秀賞 瀧

たきさわ

沢紅
く れ な

茄（御明神小３年）

優秀賞 横
よ こ て

手光
こ こ は

華（雫石小３年）、佐
さ ど

渡星
せ い か

架（七ツ森小１年）

佳 作 上
じょうじ

路愛
あ い こ

子（七ツ森小２年）、髙
たかはし

橋　暖
だん

（七ツ森小３年）

〈小学校高学年の部〉
最優秀賞 杉

すぎさわ

澤直
な お き

輝（御所小６年）

優秀賞 原
はら

　琴
こ と み

美（御明神小４年）、金
かなざわ

澤千
ち え

笑（御明神小５年）

佳 作
齋
さいとう

藤　穂
みのり

（七ツ森小５年）、三
み う ら

浦和
や ま と

翔（七ツ森小５年）、三
み か わ

河楓
ふ う か

夏（御所小６年）
若
わかまつ

松昌
ま さ や

哉（御所小６年）、細
ほそかわ

川隆
りゅうせい

清（御所小５年）

〈雫石中学校の部〉
最優秀賞 鷲

わ し づ

津永
え こ

子（雫石中２年）

優秀賞 羽
は が み

上愛
あ い な

那（雫石中１年）、須
す ど う

藤　翼
つばさ

（雫石中２年）

佳 作
髙
たかはし

橋実
み の り

里（雫石中２年）、三
み う ら

浦唯
ゆ あ

愛（雫石中１年）、橋
はしもと

本　想
こころ

（雫石中２年）
上
じょうじ

路華
は な こ

子（雫石中１年）、藤
ふじわら

原朔
さ く た ろ う

太郎（雫石中１年）



年長クラスのみなさん
「行ってみたいな夢の街」

　絵本「くろくんとふしぎなともだち」は、クレヨンたちがねんどという形を変えることのできる不思議な友達と出
会い、色とりどりの町を描いて、乗り物に変形したねんどと一緒に遊ぼうとするお話です。
　この絵本を読んで、クレヨンたちが描いた色とりどりの町を「ステキな町だね。」「楽しそうだね。」という声が子
どもたちからありました。そこで、みんなで考えた町を描いてみようということになりました。年長児12人全員でど
んな町にしたいかを考え、想像して絵に表現しました。
　花畑やりんごの木、大きな公園や芝生、虹色のビル。駅の近くには小学校や一階がお店のマンションがあったり、
「こんな町があったらいいな。」と想像が膨らんでいきました。
　最後は色画用紙で一人一つ電車を作り連結させて、この夢の国の線路を走らせました。夢がいっぱい広がるステキ
な町になりました。
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石保育園がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

子どもたちの力作を紹介します

　子どもたちはお散歩大好き、駅裏通り、アルペン公園、信号の見
方を学びながら街中へ。商店街も「散歩コース」色々なお店がある
ことに気づき、時にはお店の方に声をかけていただき店内へ。「わ～、
おいしそう」「いっぱいあるね」「すごーい」商店街の散歩は「お店
屋さんごっこ」の活動に活かされています。どんなお店を出すのか、
子どもたちが考え商品の数々を手作りしました。小さいお友達を相
手に「いらっしゃいませ～」「おいしいですよ」「100円です !! 安い
ですよ !!」（?）笑顔で楽しく繰り広げられました。
　年長組は、小さい組の子どもたちとの関わりの中で優しさを、ま
た、１つの目的に向かってお友達と協力していく事の大切さと楽し
さも学んでくれたそんな「お店屋さんごっこ」になったようです。 商店街のお散歩

お散歩コースから見える電車に手を振る子どもたち お店屋さんごっこ

子子子どもたちはお散歩歩大好き、駅裏通通り、アルペンルルアアりり、り、ア 園、信号の見ン公
方方を方 学びながら街中へ。商店街も「散歩コース」色歩コース歩コースス」色ス」色散歩歩コーーース歩コ ス」色ススス歩ココ 色々色々色々色々なお店ががあある色々なお店があある々

まちなか保育園「お店屋さんにこんにちは !!」まちなか保育園「お店屋さんにこんにちは !!」シリーズシリーズ「輝」「輝」
№155№155

園長　藤本　達也

ばいばーい

こんにちはー！

いらっしゃいませ～



心豊かに暮らせるまちへ…　スポーツ情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ
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今月は「スナッグゴルフ」

4/8 4/16 第72回盛岡市内一周継走大会
雫中男子駅伝部準優勝！

スポーツ少年団結団式

各団体による目標発表

力強く駆け抜ける若林夢希選手

　登録26団体のうち12団体118人の団員と指導者・
保護者68人が参加し、今シーズンの目標を発表しあ
い、活動への決意を新たにしました。
　式終了後には、栃内第二病院理学療法士で国体帯
同トレーナーの川崎真吾さんが「身体の使い方 ･動
かし方」をテーマに実技を交え講演し、参加した団
員は身体を思いっきり動かしました。
　参加した指導者からは「これからの練習のウォー
ムアップなどで実践してみたい。」との声が多数聞
こえてきました。
　今年度も町内スポーツ少年団選手の活躍に期待し
ましょう！

　盛岡市の県営盛岡運動公園陸上競技場周辺の周回
コースで、盛岡市内一周継走大会が開かれました。
　悪天候をものともせずに応援団・チアリーダーが
力強いエールを送る中、雫石中男子駅伝部は上位を
キープし準優勝、雫石中女子駅伝部は後半に追い上
げ第６位となりました。昨年に引き続き男女共にベ
スト10入りを果たし、秋に行われる県中学校駅伝に
も期待が高まります。
　個人の成績は、若

わかばやし

林夢
い ぶ き

希選手が第３位という好成
績を残しました。

　このコーナーでは、町営体育館でできるレクリエーションを紹介します。

 どうやって遊ぶの？ 　基本ルールは、ゴルフとほぼ同じです。
　ランチャー（アイアン）とローラー（パター）の２つのクラブを使います。
① ボールをゴムパッドに載せて、フラッグを目指してショットします。ランチャーでショッ
トする時は、必ずゴムパッドを敷きましょう。

②ボールがフラッグのマジックテープに貼り付いたらホールアウト（上がり）になります。

　各ホールで打数を決めてプレーしたり、単純にホールアウトまで何回ショットしたかを
競うなどして遊ぶこともできます。室内だとボールは転がり易く、屋外だとボールは転が
りにくいので、力の感覚が試されます。

 どこで借りられるの？ 　町営体育館事務室で無料で借りられます。
　館内での使用だけでなく、地域や学校の行事などにも貸出しています。

町内で行われる各種スポーツ大会

日　程 大会名 場　所

５月
13日（日） 第34回岩手山ろくファミリーマラソン 町総合運動公園

町内特設コース
20日（日） 御所地区行政区対抗野球大会 鴬宿運動場
27日（日） 雫石地区行政区対抗野球大会 鴬宿運動場

６月

３日（日） 西山地区行政区対抗野球大会 西山運動場
10日（日） 町スポーツ少年団春季野球大会 鴬宿運動場
16日（土）～17日（日） 岩手地区中学校総合体育大会　バレーボール競技 町営体育館
17日（日） 御明神地区行政区対抗野球大会 鴬宿運動場

みんなでレクリエーションスポーツ！みんなでレクリエーションスポーツ！



開催間近！第34回岩手山ろくファミリーマラソン大会

シニアアーチェリー体験教室

町民グラウンド ･ゴルフ大会　参加選手募集

平成30年度雫石町民登山

スポーツ吹矢体験講座

厨房レッスン

募　集 お知らせ イベント
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　約1,400人のランナーたちが町陸上競技場を発着とした
町内特設コースを走ります。ランナーたちの力走に町民の
みなさんの温かいご声援をお願いします。
 日　時 　５月13日（日）
　　　　 ９：00　開会式
　　　　 ９：30　競技開始
 場　所 　町陸上競技場発着の町内特設コース
　当日は車道をランナーが走ることになるため、自動車で
通行される方々にはご不便をお掛け致しますが、ご協力を
お願いします。

　アーチェリーは年齢・体力を問わず、老若男女・
障がい者どなたでも楽しむことができます。
 日　時 　６月７日（木）、14日（木）、21日（木）　
　　　　 10：00～12：00
 場　所 　盛岡市太田テニスコート緑地　アーチェリー場
 対　象 　45歳以上～70歳頃までの方
 費　用 　2,000円（３回）
 申　込 　 ６月４日（月）までに雫石町アーチェリー協会 藤

村へ（692-6034）

 日　時 　６月24日（日）　
　　　　 ９：10　開会式
　　　 　９：30　競技開始
 場　所 　町総合運動公園
 対　象 　町内在住の方
 費　用 　無料
 申　込 　６月３日（日）～６月20日（水）
　　　　 電話または直接来館にて町営体育館まで
　　　 　（692-5030）

 日　時 　６月17日（日）　
　　　 　７：50　アルペン記念公園（役場東隣）集合
　　　 　８：00　出発
 場　所 　田代山（岩手県八幡平市）
 定　員 　先着35人
 対　象 　町内在住または勤務の方
 費　用 　 1 人1,000円（保険料など）
 持ち物 　 昼食・飲料水・おやつ・雨具・

着替え　など
 その他 　・ 田代平高原から標高945 mの田代山を目指し

ます。
　　　　 ・ 町山岳協会員がガイドし、安全に誘導をします。
　　　　 ・申込後の参加料の返還は、致しかねます。
 申　込 　５月20日（日）～６月３日（日）
　　　　 電話にて町営体育館まで（692-5030）

　子どもから高齢者、車いすの方など、どなたでも手軽に
できるスポーツです。ゲーム感覚で楽しみながら健康効果
も期待でき、精神力・集中力も身に付きます。
 日　時 　６月12日（火）　御所公民館
　　　　　　 19日（火）　雫石公民館
　　　　　 　26日（火）　西山公民館
　　　　 ７月２日（月）　御明神公民館
　　　 　各回18：30～（２時間程度）
 定　員 　各回20人程度
 対　象 　町内在住または勤務の方
 費　用 　300円（１回）
 持ち物 　運動できる服装、内履き、タオル、飲料水　など
 申　込 　６月７日（木）までに中央公民館へ（692-4181）

　今回は「手羽先の名古屋風から揚げ」を
作ります。
 日　時 　６月20日（水）　10：00～13：00
 場　所 　中央公民館　調理実習室
 講　師 　町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
 定　員 　先着15人
 受講料 　１人500円
 申　込 　６月14日（木）までに中央公民館へ（692-4181）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

　平成29年２月23日付け官報告示により小岩井農場内の建造物21棟が、日本における近代農場の発展過程を
知るうえで重要であるとして、雫石町内では初めての国指定重要文化財となりました。このコーナーでは指
定された建物について紹介します。

　一号サイロ、二号サイロ（いちごうさいろ、にごうさいろ）
　建設年　一号：明治40年　二号：明治41年
　サイロとは、冬の期間の貯蔵用の飼料として「サイレージ」という発酵させた飼
料をつくるための施設です。最上部の搬入口から、茎や葉ごと粉砕した飼料用トウ
モロコシを入れ、空気を抜いて発酵させる仕組みで、発酵させることによってビタ
ミン類を失うことなく保存でき、牛の栄養状態を良好に保つことができます。
　日本に現存するもっとも古いサイロと言われ、日本に畜産が根付いた初期の様子
を伝える貴重な建造物です。 写真：小岩井農牧（株）提供

近代農場の発展を今に伝える国指定重要文化財「小岩井農場施設」（第12回）

　

シシ リ ーー ズ
紹紹 介

一号サイロ
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　今年度から町営体育館でできるレクリエーションスポーツの紹
介コーナーができました。４・５月は、わたしも初めて聞くレクリ
エーションスポーツで、こんなものがあって、しかも無料で借りら
れるなんて！と、驚きです。知らなかった方もいると思うので、こ
れを機に、どんどん利用してみてくださいね。（K）

　せっかく中央公民館勤務なのに、忙しさを理由に昨年は全く本を
借りていなかったのですが、先日やっと本を借りて４冊読破しまし
た。テレビやインターネットでは受け身の情報収集ですが、本は自
分の知りたい情報を知ることができ、改めて本はいいなと感じまし
た。読みたい本のリクエストもできるので、ぜひ活用ください！（N）

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「「KK」」の小部屋
〈通算第38回 Ｋ編第26回〉
　西山小学校・御明神小学校の新入生のみなさん　西山小学校・御明神小学校の新入生のみなさん

　町内の各小学校に入学した新１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。今回は新しく開校した西山小
学校、御明神小学校の新入生にインタビューしました。
【新１年生に聞きました】　 Ｑ1 　「小学校で楽しみなこと、がんばりたいことはなんですか？」
【ご家族に聞きました】　　 Ｑ2 　「学校ではどんな風に過ごしてほしいですか？」

御明神小学校のみなさん

きむら　みさき　さん
 A1   みんなと一緒に遊ぶの

が楽しみです。
 A2   楽しく学校生活を送っ

てくれればいいなと思
います。

はら　りょうま　さん
 A1   サッカーを頑張りたい

です。
 A2   お友達をたくさん作っ

て、みんなと仲良く学
校生活を頑張ってほし
いです。

ふじた　かずき　さん
 A1   勉強と体育を頑張りた

いです。
 A2   健康で、６年間頑張っ

てもらいたいです。

ふくし　ゆま　さん
 A1   お勉強を頑張りたいです。
 A2   お姉ちゃんが使っていた

ランドセルを背負っての
入学で、学校も新しくス
タートしていい記念に
なっています。友達を
いっぱいつくって、頑
張って通ってほしいです。

西山小学校のみなさん

おだ　りあん　さん
 A1  お勉強が楽しみです。
 A2   お友達と一緒に元気に

過ごしてもらえればと
思っています。

さいた　しゅり　さん
 A1   お勉強を頑張りたいで

す。
 A2   早く生活に慣れて、友

達をいっぱいつくって、
楽しく通ってほしいで
す。

さくらだ　ゆうと　さん
 A1  足が速くなりたいです。
 A2   いっぱい勉強して、足

が速くなるように頑
張ってほしいです。

たかはし　りく　さん
 A1   お勉強を頑張りたいで

す。
 A2   友達をいっぱいつくっ

て、保育園とはまた違っ
た勉強と遊びを一生懸
命楽しんでほしいです。


